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○新宿区立子ども園条例施行規則 

平成23年3月31日 

規則第38号 

改正 平成23年9月30日規則第68号 

平成24年3月16日規則第14号 

平成25年3月29日規則第33号 

平成25年9月10日規則第54号 

平成25年12月27日規則第81号 

平成26年6月12日規則第34号 

平成26年7月4日規則第45号 

平成26年9月1日規則第49号 

平成26年12月22日規則第61号 

平成26年12月26日規則第69号 

平成27年3月31日規則第46号 

平成28年2月10日規則第4号 

平成28年3月31日規則第48号 

平成28年8月5日規則第70号 

平成28年11月30日規則第85号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、新宿区立子ども園条例(平成18年新宿区条例第58号。以下「条例」と

いう。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(平27規則46・一部改正) 

(定義) 

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

(条例第2条第7号の別に定める子ども) 

第3条 条例第2条第7号の別に定める子どもは、基準日における年齢が満6歳以上の子ども

で、次のいずれかに該当する者とする。 

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により就学義務を猶予され、又は免

除された者で、区長が特に5歳児に対して行う条例第7条第1項に規定する保育・教育(以

下「保育・教育」という。)を行うことが必要であると認めるもの 

(2) その他区長が特に5歳児に対して行う保育・教育を行うことが適当であると認める者 
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(平27規則46・一部改正) 

(1号認定利用に係る保育・教育を実施しない日) 

第4条 条例第7条第1項第1号の別に定める日は、次に掲げる日(条例第6条に規定する休園

日(以下「休園日」という。)及び土曜日を除く。)とする。 

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで 

(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで 

(3) 春季休業日 3月24日から4月6日まで 

(4) 開園記念日 

(5) 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日 

(6) その他区長が定める日 

(平27規則46・一部改正) 

(保育・教育の種類の変更) 

第5条 条例第7条第1項各号に掲げる保育・教育の種類は、月を単位として変更することが

できる。 

2 前項の規定により保育・教育の種類を変更しようとする保護者は、新宿区立子ども園保

育・教育の種類変更申込書(第1号様式)により、区長に申込みを行い、その承諾を受けな

ければならない。この場合において、2号・3号認定利用に係る保育・教育の実施を希望

する保護者にあっては、第8条第3項各号に掲げる書類を添付するものとする。 

3 区長は、前項の承諾を行ったときは、同項の申込みを行った保護者に対し、新宿区立子

ども園保育・教育の種類変更承諾通知書(第2号様式)により通知するものとする。 

4 区長は、第2項の承諾を行わなかったときは、同項の申込みを行った保護者に対し、新

宿区立子ども園保育・教育の種類変更不承諾通知書(第3号様式)により通知するものとす

る。 

(平27規則46・一部改正) 

(保育・教育の種類の変更手続の特例) 

第6条 区長は、新宿区保育所等の利用調整及び保育の実施に関する規則(平成27年新宿区

規則第27号。以下「利用調整等規則」という。)第3条第1項の申込み(現に新宿区立子ども

園(以下「子ども園」という。)を利用している者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る支給認定(支援法第20条第4項に規定する支給認定をいう。)を受けている者に限る。)

が、当該支給認定について支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分
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に係るものに変更の認定を受けて、引き続き当該子ども園を利用しようとするときに係る

ものに限る。)に対し、利用調整等規則第4条第1項の決定(児童福祉法(昭和22年法律第164

号)第24条第3項の要請の実施に係るものに限る。以下同じ。)を行った場合において、当

該要請の結果引き続き当該子ども園の利用が決定したときは、当該決定に係る子どもにつ

いて受けた利用調整等規則第3条第1項の申込みを当該子どもに係る前条第2項の申込み

と、当該決定を当該決定に係る子どもに係る同項の承諾と、それぞれみなすことができる。

この場合において、区長は、同条第3項の規定による通知を省略することができる。 

(平28規則48・全改) 

(2号・3号認定利用に係る保育・教育の実施時間) 

第7条 2号・3号認定利用に係る保育・教育を行う時間は、次の各号に掲げる子どもの区分

に応じ、当該各号に定める時間とする。 

(1) 保育標準時間認定子ども(条例別表第6に規定する保育標準時間認定子どもをいう。

以下同じ。) 午前7時30分から午後6時30分まで(新宿区立北新宿子ども園にあっては、

午前7時15分から午後6時15分まで)の範囲内で、当該保育必要量(支援法第20条第3項に

規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において真に保育・教育の実施が必

要と認められる時間 

(2) 保育短時間認定子ども(条例別表第6に規定する保育短時間認定子どもをいう。以下

同じ。) 午前9時から午後5時までの範囲内で、当該保育必要量の範囲内において真に

保育・教育の実施が必要と認められる時間 

2 前項第1号に掲げる子どもに係る保育・教育を行う時間は、1日当たり8時間を原則とす

るものとする。 

3 第1項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、別に保育・教育

を行う時間を定めることができる。 

(平27規則46・全改、平28規則48・一部改正) 

(保育・教育の実施の申込み) 

第8条 条例第9条第1項の保育・教育の実施の申込み(翌年度の初日からの1号認定利用に係

る保育・教育の実施に係るものに限る。)は、区長が定める申込期間内に、新宿区立子ど

も園入園申込書(第4号様式(甲))に当該保育・教育の実施を受けようとする子どもの支給認

定証(支援法第20条第4項に規定する支給認定証をいう。以下同じ。)の写し又は当該子ど

も及びその保護者の住所を確認することができる書類を添えて、区長に提出することによ

り行うものとする。 
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2 前項の申込みが行われた後に1号認定利用に係る保育・教育の実施に係る定員に欠員が

ある場合又は欠員が生じた場合には、同項の申込期間経過後の区長が定める日以降に、同

項の規定の例により当該保育・教育の実施の申込みを行うことができる。 

3 条例第9条第1項の保育・教育の実施の申込み(2号・3号認定利用に係る保育・教育の実

施に係るものに限る。)は、新宿区立子ども園入園申込書(第4号様式(乙))に次に掲げる書

類を添えて、区長に提出することにより行うものとする。 

(1) 家庭状況票(第5号様式) 

(2) 支給認定証の写し 

(3) その他区長が条例第8条第2項に規定する保育・教育の実施基準(以下「保育・教育の

実施基準」という。)に該当することを確認するために必要があると認める書類 

(平27規則46・平28規則48・一部改正) 

(保育・教育の実施の承諾) 

第9条 前条第1項の規定により申込みを受けた子どもの数が当該申込みに係る保育・教育

の実施に係る定員に満たない場合は、当該申込みを受けた子どもを入園候補者として決定

するものとする。 

2 前条第1項の規定により申込みを受けた子どもの数が当該申込みに係る保育・教育の実

施に係る定員を超える場合は、次の各号の区分に応じて、当該申込みを受けた子どもにつ

いてそれぞれ当該各号に定めるところにより順位を定め、当該順位の上位の者から順に定

員に達するまで当該申込みを受けた子どもを入園候補者として決定するものとする。 

(1) 第11条第1項の規定により前年度に補欠入園候補者(定員に空きが生じたときに入園

候補者として決定する者をいう。以下同じ。)の登録をした保護者が、当該補欠入園候

補者について当該補欠入園候補者の登録をした子ども園に前条第1項の申込みを行っ

ているとき 前年度の補欠入園候補者の登録順位順の順位 

(2) 前条第1項の申込みを行う時に当該申込みを行う子ども園に3歳児又は4歳児の兄弟

姉妹が在園している保護者が、同項の申込みを行っているとき 抽選により順位を定め、

その順位に前号で付けた最下位の順位を加えた順位順の順位 

(3) 前2号に規定する保護者以外の保護者が前条第1項の申込みを行っているとき 抽選

により順位を定め、その順位に前号で付けた最下位の順位を加えた順位順の順位 

3 前項第2号及び第3号の抽選の方法は、区長が別に定める。 

4 前条第2項の申込みを受けた場合において、当該申込みに係る保育・教育の実施に係る

定員に欠員があるときは、当該申込みを受けた子どもを入園候補者として決定するものと
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する。 

5 区長は、第1項、第2項若しくは前項又は第11条第8項の規定により入園候補者として決

定した子どもについて選考を行った上で、条例第9条第1項の規定による保育・教育の実

施の承諾(以下「実施の承諾」という。)を行うものとする。 

6 前条第3項の規定により申込みを受けた子どもに係る実施の承諾は、保育・教育の実施

基準に基づき、別に定める指数の高い者から順に行うものとする。 

7 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認める場合には、世帯の状況その

他保育を必要とする程度を総合的に勘案して、前項の実施の承諾を行うことができる。 

8 区長は、前3項の規定により実施の承諾を行ったときは、当該申込みを行った保護者に

対し、新宿区立子ども園入園承諾通知書(第6号様式)により通知するものとする。 

(平28規則48・一部改正) 

(保育・教育の実施手続の特例) 

第9条の2 区長は、利用調整等規則第4条第1項の決定を行った場合において、当該要請の

結果子ども園の利用が決定したとき(第6条に該当するときを除く。)は、当該決定に係る

子どもについて受けた利用調整等規則第3条第1項の申込みを当該子どもに係る第8条第3

項の申込みと、当該決定を当該決定に係る子どもに係る実施の承諾と、それぞれみなすこ

とができる。この場合において、区長は、前条第8項の規定による通知を省略することが

できる。 

(平27規則46・追加、平28規則48・一部改正) 

(保育・教育の実施の不承諾等) 

第10条 条例第9条第2項第2号のやむを得ない理由とは、次の各号のいずれかに該当する場

合をいう。 

(1) 子どもの心身が虚弱で保育に耐えないと区長が認めるとき。 

(2) 子どもに感染性のおそれのある伝染性疾患が認められるとき。 

(3) その他区長が特にやむを得ない理由があると認めるとき。 

2 区長は、第8条の申込みについて条例第9条第2項の規定により実施の承諾を行わなかっ

たときは、当該申込みを行った保護者に対し、新宿区立子ども園入園不承諾通知書(第7

号様式)により通知するものとする。 

(補欠登録等) 

第11条 第8条第1項の申込みを行った保護者の子どもが第9条第2項の規定により入園候補

者として決定されなかった場合において、当該申込みを行った保護者が抽選を行った日に
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補欠入園候補者の登録を申し出たときは、区長は当該保護者の子どもを補欠入園候補者と

して登録するものとする。 

2 前項の規定による登録(以下「第1項補欠登録」という。)は、第9条第2項の規定により付

けた順位の順序に従い登録するものとする。 

3 区長は、第1項補欠登録を行ったときは、当該第1項補欠登録を申し出た保護者に対し、

新宿区立子ども園補欠入園候補者登録通知書(第8号様式)により通知するものとする。 

4 第8条第2項の申込みを行った保護者の子どもが第9条第4項の規定により入園候補者と

して決定をされなかった場合において、当該申込みを行った保護者が補欠入園候補者の登

録を申し出たときは、区長は申出の順序により当該保護者の子どもを補欠入園候補者とし

て登録するものとする。この場合において、当該申込みに係る保育・教育の実施について

第1項補欠登録を行った補欠入園候補者がいるときは、当該補欠入園候補者の後順位とす

る。 

5 前項の規定による登録(以下「第4項補欠登録」という。)を行ったときには、第3項の規

定を準用する。 

6 第1項補欠登録又は第4項補欠登録の有効期間については、当該登録の日から保育・教育

の実施を希望する日の属する年度の末日までとする。 

7 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項補欠登録又は第4項補欠登録を取

り消すものとする。 

(1) 当該子どもが就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、幼稚園又は保育所に

入園し、又は入所することが決定したとき。 

(2) 当該子どもが新宿区(以下「区」という。)の区域外に転出したとき。 

(3) 当該子どもの保護者から第1項補欠登録又は第4項補欠登録の取消しに係る申出があ

ったとき。 

8 区長は、第8条第1項又は第2項の申込みに係る保育・教育の実施に係る定員に欠員が生

じたときは、第1項補欠登録又は第4項補欠登録を行った子どもを第2項及び第4項に規定

する順位に従い入園候補者として決定する。 

9 区長は、第8条第3項の申込みについて条例第9条第2項各号に掲げるいずれかの場合によ

り実施の承諾を行わなかったときは、当該申込みがあった日から6か月の間、当該申込み

が継続してあるものとみなして取り扱うことができる。 

(平24規則14・平27規則46・一部改正) 
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(保育・教育の実施の停止) 

第12条 区長は、条例第10条の規定により、保育・教育の実施の停止を行ったときは、当

該子どもの保護者に対し、新宿区立子ども園保育・教育の実施停止通知書(第9号様式)に

より通知するものとする。 

(保育・教育の実施の承諾の取消し) 

第13条 区長は、条例第11条の規定により実施の承諾を取り消したときは、当該実施の承

諾を受けた保護者に対し、新宿区立子ども園入園承諾取消通知書(第10号様式)により通知

するものとする。 

(保育・教育の実施の解除) 

第14条 区長は、条例第11条の規定により保育・教育の実施を解除したときは、当該実施

の承諾を受けた保護者に対し、新宿区立子ども園保育・教育の実施解除通知書(第11号様

式)により通知するものとする。 

(変更届その他の書類の提出) 

第15条 子ども園において保育・教育の実施を受けている子どもの保護者は、次の各号の

いずれかに該当する場合は、区長が別に定めるところにより、必要な届出及び書類の提出

を行わなければならない。 

(1) 第5条第2項の規定により保育・教育の種類の変更の申込みに際して提出した申込書

その他の書類の記載事項に変更があったとき。 

(2) 第8条の規定により保育・教育の実施の申込みに際して提出した申込書その他の書類

の記載事項に変更があったとき。 

(3) 翌年度も引き続き子ども園において保育・教育の実施を希望するとき。 

(平27規則46・一部改正) 

(延長保育の実施期間) 

第16条 延長保育を行う期間は、区長が延長保育の実施を必要と認める期間とする。 

(平27規則46・一部改正) 

(延長保育の実施時間) 

第16条の2 延長保育を行う時間は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定

める時間とする。 

(1) 保育標準時間認定子ども 当該保育標準時間認定子どもに適用される第7条に規定

する保育・教育の実施時間を超える時間 

(2) 保育短時間認定子ども 在園している子ども園の保育標準時間認定子どもに適用さ
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れる第7条に規定する保育・教育の実施時間のうち、当該保育短時間認定子どもに適用

される同条に規定する保育・教育の実施時間を除く時間 

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、別に延長保育を行

う時間を定めることができる。 

(平27規則46・追加) 

(延長保育の実施の申込み) 

第17条 条例第12条第2項の申込み(以下「延長保育の実施の申込み」という。)は、新宿区

立子ども園延長保育申込書(第12号様式)に延長保育実施基準(前条に規定する延長保育の

実施時間において保育を必要とする基準をいう。以下同じ。)に該当することを確認する

ために必要があると認める書類を添えて、区長に提出することにより行うものとする。 

(平25規則33・平27規則46・一部改正) 

(延長保育の実施の承諾) 

第18条 区長は、延長保育の実施の申込みを受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める延長保育の実施を承諾するものとする。 

(1) 1月の延長保育の実施の希望日数が10日以上の場合 月額による延長保育の実施 

(2) 1月の延長保育の実施の希望日数が10日未満の場合 日額による延長保育の実施 

2 前項の規定による承諾(以下「延長保育の実施の承諾」という。)は、延長保育実施基準

に基づき、別に定める指数の高い者から順に行うものとする。 

3 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認める場合には、世帯の状況その

他保育を必要とする程度を総合的に勘案して、延長保育の実施の承諾を行うことができる。 

4 第1項第2号に定める延長保育の実施の承諾を受けた保護者が1月に10日以上延長保育を

利用した場合には、当該保護者は、当初から同項第1号に定める延長保育の実施の承諾を

受けたものとみなす。 

5 区長は、延長保育の実施の承諾を受けていない者が延長保育の実施を受けたときは、当

該者が当初から延長保育の実施の承諾を受けていたものとみなすことができる。 

6 区長は、延長保育の実施の承諾を行ったときは、当該延長保育の実施の申込みを行った

保護者に対し、新宿区立子ども園延長保育承諾通知書(第13号様式)により通知するものと

する。 

(平27規則46・平28規則48・一部改正) 

(延長保育の実施の不承諾) 

第19条 区長は、条例第12条第3項の規定により延長保育の実施の承諾を行わなかったとき
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は、当該延長保育の実施の申込みを行った保護者に対し、新宿区立子ども園延長保育不承

諾通知書(第14号様式)により通知するものとする。 

2 区長は、延長保育の実施の申込みについて条例第12条第3項各号に掲げるいずれかの場

合により延長保育の実施の承諾を行わなかったときは、当該延長保育の実施の申込みがあ

った日から6か月の間、当該延長保育の実施の申込みが継続してあるものとみなして取り

扱うことができる。 

(平27規則46・一部改正) 

(延長保育の実施の解除) 

第20条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延長保育の実施を解除すること

ができる。 

(1) 保育・教育の実施基準又は延長保育実施基準に該当しなくなったとき。 

(2) 条例第11条各号(第1号及び第2号を除く。)のいずれかに該当したとき。 

(3) 保護者から延長保育の実施の辞退の申出があったとき。 

2 区長は、前項の規定により延長保育の実施を解除したときは、当該延長保育の実施の承

諾を受けた保護者に対し、新宿区立子ども園延長保育実施解除通知書(第15号様式)により

通知するものとする。 

(平27規則46・一部改正) 

(延長保育の実施の停止) 

第21条 区長は、延長保育の実施の承諾を行った保護者の子どもについて条例第10条の規

定により保育・教育の実施の停止を行ったときは、当該保育・教育の実施を停止する期間

中は、延長保育の実施を停止するものとする。 

(預かり保育の実施日及び実施要件) 

第22条 条例別表第4実施日の欄の別に定める日は、第4条各号に掲げる日(休園日及び土曜

日を除く。)とする。 

2 条例別表第4実施要件の欄の別に定める要件は、保護者のいずれもが同表実施時間の欄

に定める時間に次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 死亡又は行方不明により不在の場合 

(2) 労働をする場合 

(3) 妊娠中である、又は出産後間がない場合 

(4) 病気、負傷等により入院又は安静を必要とする自宅療養をする場合 

(5) 精神又は身体に障害を有している場合 
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(6) 家族が入院し、その看護に当たる場合又は家族の介護に当たる場合 

(7) 災害等により復旧工事に従事する場合 

(8) 冠婚葬祭に出席する場合 

(9) PTA会議等各種の会合に出席する場合 

(10) その他保護者の状況から、保育することができないと区長が認める場合 

(平27規則46・一部改正) 

(預かり保育の実施の申込み) 

第23条 条例第13条第3項の申込み(以下「預かり保育の実施の申込み」という。)は、新宿

区立子ども園預かり保育申込書(第16号様式)を区長が別に定める日までに区長に提出す

ることにより行うものとする。 

(預かり保育の実施の承諾) 

第24条 区長は、預かり保育の実施の申込みを受けたときは、次条第1項に規定する場合を

除き、条例第13条第3項の承諾(以下「預かり保育の実施の承諾」という。)を行うものと

する。 

2 区長は、預かり保育の実施の承諾を行ったときは、当該預かり保育の実施の申込みを行

った保護者に対し、新宿区立子ども園預かり保育承諾通知書(第17号様式)により通知する

ものとする。 

(平27規則46・一部改正) 

(預かり保育の実施の不承諾) 

第25条 区長は、前条第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、預かり保育の実施の承諾を行わないものとする。 

(1) 第22条第2項に規定する預かり保育の実施の要件(以下「預かり保育の実施要件」と

いう。)に該当しないとき。 

(2) 預かり保育の実施要件に該当するが、子ども園の欠員の状況その他やむを得ない事

情により、預かり保育の実施の承諾ができないとき。 

2 区長は、預かり保育の実施の承諾を行わなかったときは、当該預かり保育の実施の申込

みを行った保護者に対し、新宿区立子ども園預かり保育不承諾通知書(第18号様式)により

通知するものとする。 

(平27規則46・一部改正) 

(預かり保育の実施日等の変更及び取消しの申出) 

第26条 預かり保育の実施の承諾を受けた保護者が、当該預かり保育の実施日等の変更及
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び当該預かり保育の実施の承諾の取消しを申し出る場合の手続については、区長が別に定

める。 

(平27規則46・一部改正) 

(預かり保育の実施の解除) 

第27条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、預かり保育の実施を解除するこ

とができる。 

(1) 保育・教育の実施基準又は預かり保育の実施要件に該当しなくなったとき。 

(2) 条例第11条各号(第1号及び第2号を除く。)のいずれかに該当したとき。 

(3) 保護者から預かり保育の実施の辞退の申出があったとき。 

2 区長は、前項の規定により預かり保育の実施を解除したときは、当該預かり保育の実施

の承諾を受けた保護者に対し、新宿区立子ども園預かり保育実施解除通知書(第19号様式)

により通知するものとする。 

(平27規則46・一部改正) 

(給食の提供の申込み) 

第28条 条例第14条ただし書の申込み(以下「給食の提供の申込み」という。)は、新宿区立

子ども園給食申込書(第20号様式)を区長が別に定める日までに区長に提出することによ

り行うものとする。 

(給食の提供の承諾) 

第29条 区長は、条例第14条ただし書の承諾を行ったときは、当該給食の提供の申込みを

行った保護者に対し、新宿区立子ども園給食承諾通知書(第21号様式)により通知するもの

とする。 

(交流支援事業等の利用者の登録) 

第30条 一時保育(条例第15条第1号に規定する一時保育をいう。以下同じ。)の実施を希望

する者又は同条第3号に掲げる事業を利用しようとする者は、あらかじめ新宿区立子ども

園交流支援事業等利用者登録申込書(第22号様式)により区長に登録の申込みを行い、その

承諾を受けなければならない。 

2 区長は、前項の承諾を行ったときは、同項の申込みを行った者を登録し、当該者に対し

新宿区立子ども園交流支援事業等利用者登録カード(第23号様式)を交付するものとする。 

(平25規則33・平27規則46・一部改正) 

(一時保育の実施の要件) 

第31条 条例第16条第1項の別に定める要件を満たす子どもは、次の各号のいずれにも該当
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する子どもとする。 

(1) 区の区域内に住所を有すること。 

(2) 当該子どもの保護者のいずれもが一時的に保育することができない場合として次項

各号のいずれかに該当していること。 

(3) 小学校就学の始期に達するまでの子ども(区長が別に定める日齢又は月齢以上の者

に限る。)であって、一時保育を行う日に健康で集団保育が可能であること。 

2 条例第16条第1項に規定する保護者のいずれもが一時的に保育することができない場合

とは、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 死亡又は行方不明により不在の場合 

(2) 病気、出産等により入院又は安静を必要とする自宅療養をする場合 

(3) 家族が入院し、その看護に当たる場合 

(4) 災害等により復旧工事に従事する場合 

(5) 冠婚葬祭に出席する場合 

(6) PTA会議等各種の会合に出席する場合 

(7) 育児に伴う心理的及び肉体的な負担を解消するために保育を必要とする場合 

(8) その他保護者の状況から、保育することができないと区長が認める場合 

(平27規則46・平28規則48・一部改正) 

(一時保育の実施の申込み) 

第32条 条例第16条第3項の申込み(以下「一時保育の実施の申込み」という。)は、新宿区

立子ども園一時保育申込書(第24号様式)を区長に提出することにより行うものとする。 

(一時保育の実施の承諾) 

第33条 区長は、一時保育の実施の申込みを受けたときは、次条第1項に規定する場合を除

き、条例第16条第3項の承諾(以下「一時保育の実施の承諾」という。)を行うものとする。 

2 区長は、一時保育の実施の承諾を行ったときは、当該一時保育の実施の申込みを行った

保護者に対し、新宿区立子ども園一時保育承諾通知書(第25号様式)により通知するものと

する。 

(平27規則46・一部改正) 

(一時保育の実施の不承諾) 

第34条 区長は、前条第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、一時保育の実施の承諾を行わないものとする。 

(1) 第31条に規定する一時保育の実施の要件(以下「一時保育の実施要件」という。)に該
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当しないとき。 

(2) 一時保育の実施要件に該当するが、子ども園の欠員の状況その他やむを得ない事情

により、一時保育の実施の承諾ができないとき。 

2 区長は、一時保育の実施の承諾を行わなかったときは、当該一時保育の実施の申込みを

行った保護者に対し、新宿区立子ども園一時保育不承諾通知書(第26号様式)により通知す

るものとする。 

(平27規則46・一部改正) 

(定期利用保育の実施の要件) 

第34条の2 条例第16条の2第1項の別に定める要件を満たす子どもは、次の各号のいずれに

も該当する子どもとする。 

(1) 区の区域内に住所を有すること。 

(2) 当該子どもの保護者のいずれもが継続的に保育することができない場合として次項

各号のいずれかに該当していること。 

(3) 生後6か月から小学校就学の始期に達するまでの子どもであって、定期利用保育を行

う日に健康で集団保育が可能であること。 

2 条例第16条の2第1項に規定する保護者のいずれもが継続的に保育することができない

場合とは、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 区長が別に定める定期利用保育実施基準に該当する場合 

(2) その他保護者の状況から、保育することができないと区長が認める場合 

(平25規則33・追加、平27規則46・一部改正) 

(定期利用保育の実施の申込み) 

第34条の3 条例第16条の2第3項の申込み(以下「定期利用保育の実施の申込み」という。)

は、新宿区立子ども園定期利用保育申込書(第26号の2様式)に、区長が前条に規定する定

期利用保育の実施の要件(以下「定期利用保育の実施要件」という。)に該当することを確

認するために必要と認める書類を添えて、区長に提出することにより行うものとする。 

(平25規則33・追加) 

(定期利用保育の実施の承諾) 

第34条の4 区長は、定期利用保育の実施の申込みを受けたときは、次条第1項に規定する

場合を除き、条例第16条の2第3項の承諾(以下「定期利用保育の実施の承諾」という。)

を行うものとする。 

2 区長は、定期利用保育の実施の承諾を行ったときは、当該定期利用保育の実施の申込み
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を行った保護者に対し、新宿区立子ども園定期利用保育承諾通知書(第26号の3様式)によ

り通知するものとする。 

(平25規則33・追加、平27規則46・一部改正) 

(定期利用保育の実施の不承諾) 

第34条の5 区長は、前条第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、定期利用保育の実施の承諾を行わないものとする。 

(1) 定期利用保育の実施要件に該当しないとき。 

(2) 定期利用保育の実施要件に該当するが、子ども園の欠員の状況その他やむを得ない

事情により、定期利用保育の実施の承諾ができないとき。 

2 区長は、定期利用保育の実施の承諾を行わなかったときは、当該定期利用保育の実施の

申込みを行った保護者に対し、新宿区立子ども園定期利用保育不承諾通知書(第26号の4

様式)により通知するものとする。 

(平25規則33・追加、平27規則46・一部改正) 

(定期利用保育の実施の解除) 

第34条の6 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、定期利用保育の実施を解除す

ることができる。 

(1) 定期利用保育の実施要件に該当しなくなったとき。 

(2) 保護者から定期利用保育の実施の辞退の申出があったとき。 

(3) 疾病その他の理由により定期利用保育の実施が困難であるとき。 

2 区長は、前項の規定により定期利用保育の実施を解除したときは、当該定期利用保育の

実施の承諾を受けた保護者に対し、新宿区立子ども園定期利用保育実施解除通知書(第26

号の5様式)により通知するものとする。 

(平25規則33・追加) 

(入園料及び保育料の階層区分の認定) 

第35条 条例別表第5及び別表第6に規定する階層の区分の認定は、次に掲げる順により行

う。 

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)

又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世

帯(以下「生活保護世帯等」という。) 

(2) 前号に該当しない場合、市町村民税又は特別区民税(以下「区市町村民税」という。)
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の額 

2 前項第2号の区市町村民税の額は、入園する子ども又は各月初日に在園する子どもに係

る次に掲げる者全員の当該額を合計した額をいう。 

(1) 支給認定保護者(支援法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。) 

(2) 支給認定保護者が当該子どもの親権を行う者である場合にあっては、当該支給認定

保護者と同一の世帯に属するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。) 

(3) 前2号に掲げる者以外の扶養義務者(主としてその収入によって当該世帯の生計を支

えている者に限る。) 

3 前2項の規定にかかわらず、区長が指定する日までに、入園料又は条例第17条の2若しく

は第18条に規定する保育料(以下「保育料」という。)の算定のために必要な事項に関する

書類が提出されない場合には、条例別表第5に規定する階層の区分にあっては同表のその

他の世帯の階層の区分に該当するものとして、条例別表第6に規定する階層の区分にあっ

ては所得割課税額(同表に規定する所得割課税額をいう。以下同じ。)の額が最も高い額の

階層の区分に該当するものとして認定する。 

4 前項の場合において、同項の規定による認定が行われた日の属する年度と同一年度内に

同項の書類が提出されたときは、改めて第1項の規定により同項の認定を行う。この場合

において、当該認定及び当該認定に基づく入園料の決定は入園時に遡って、当該認定及び

当該認定に基づく保育料の決定は前項の規定による認定が行われた最初の月からそれぞ

れ効力を有するものとする。 

(平26規則49・平27規則46・平28規則48・一部改正) 

(保育料の軽減に係る要件等) 

第35条の2 条例第17条の2第2項の別に定める要件は、次のとおりとする。 

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 

(2) 条例第17条の2第2項括弧書の年長の者が18歳に達する日以後の最初の4月1日以後

にある場合にあっては、区長が別に定める要件を満たすこと。 

2 条例第17条の2第3項の別に定める世帯は、次のとおりとする。 

(1) 父母が婚姻を解消した子どもをその子どもの父又は母が監護する世帯(次号に該当

する世帯を除く。) 

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき児童扶養手当の支給を受けている

世帯 
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(3) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第4項の規定の適用を受け

る世帯 

3 条例第18条第2項の別に定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)2(1)に規定

する認証保育所、学校教育法第76条第2項の特別支援学校の幼稚部その他区長が別に定

める施設に入所している場合 

(2) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援その他区長が別に定める事業

を利用している場合 

4 条例第18条第3項の別に定める要件は、次のとおりとする。 

(1) 小学校に就学していること。 

(2) 支援法第7条第4項に規定する教育・保育施設に入所していること。 

(3) 支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を利用していること。 

(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること(前3号のいずれかに該当

する場合を除く。)。 

(5) 条例第18条第3項の年長の者が18歳に達する日以後の最初の4月1日以後にある場合

にあっては、区長が別に定める要件を満たすこと。 

(平27規則46・追加、平28規則48・一部改正) 

(保育必要量に係る認定時間) 

第35条の3 条例別表第6備考1の別に定める時間は、1月当たり平均275時間まで(1日当たり

11時間までに限る。)とする。 

2 条例別表第6備考2の別に定める時間は、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間ま

でに限る。)とする。 

(平27規則46・追加) 

(区市町村民税の額の計算の特例) 

第36条 条例別表第6備考4ただし書の規定により適用しない規定は、子ども・子育て支援

法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第20条に規定する規定とする。 

(平24規則14・平25規則81・平26規則34・平26規則61・平27規則46・一部改正) 

(入園料及び保育料の軽減に係る子どもの要件の確認書類) 

第37条 入園料及び保育料について条例第17条の2第2項若しくは第3項又は第18条第2項

から第4項までの規定の適用を受ける子どもの保護者は、これらの規定に定める要件に該

当することを確認するために必要があると認める書類を区長に提出しなければならない。
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ただし、区長がこれらの規定に定める要件に該当することを確認できる場合は、この限り

でない。 

(平27規則46・平28規則48・一部改正) 

(定期利用保育料) 

第38条 条例第22条の2の別に定める額は、別表第1のとおりとする。 

(平25規則33・追加、平27規則46・旧第38条の2繰上) 

(保育料等の決定通知等) 

第39条 保育料の額を決定し、又は変更したときは、当該子どもの支給認定保護者に対し、

新宿区立子ども園保育料決定・変更通知書(第27号様式)により通知するものとする。 

2 条例第19条に規定する保育料(以下「延長保育料」という。)の額を決定し、又は変更し

たときは、当該子ども又はその扶養義務者に対し、新宿区立子ども園延長保育料決定・変

更通知書(第27号の2様式)により通知するものとする。 

(平27規則46・平28規則48・一部改正) 

(納期限) 

第40条 入園料の納期限は、入園した日の属する月の末日とする。 

2 保育料、延長保育料(第18条第1項第1号に定める延長保育の実施に係るものに限る。)及

び条例第22条の2本文に規定する保育料(以下「定期利用保育料」という。)の納期限は、

それぞれ保育・教育の実施、延長保育の実施又は定期利用保育の実施を受けた月の末日と

する。 

3 延長保育料(第18条第1項第2号に定める延長保育の実施に係るものに限る。)、条例第20

条に規定する保育料(以下「預かり保育料」という。)及び給食費の納期限は、それぞれ延

長保育の実施、預かり保育の実施又は給食の提供を受けた月の翌月の末日とする。 

4 条例第22条本文に規定する保育料(以下「一時保育料」という。)の納期限は、一時保育

料に係る納入通知書を発行した日から14日を経過する日までの間のうち区長が指定する

日とする。 

(平25規則33・平27規則46・一部改正) 

(入園料等の減額) 

第41条 条例第25条の規定による入園料の減額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 新宿区立幼稚園に入園していた子どもが退園し、日を空けないで子ども園に入園す

る場合 全部の減額 



18/81 

(2) その他区長が特に調査の上必要があると認める場合 区長が必要と認める額の減額 

2 条例第25条の規定による保育料(条例第17条の2に規定するものに限る。別表第2におい

て同じ。)の減額は、同表に定めるところにより行うものとする。 

3 条例第25条の規定による保育料(条例第18条に規定するものに限る。附則第9項、第10

項、第17項及び第18条、附則別表並びに別表第3において同じ。)の減額は、同表に定め

るところにより行うものとする。 

4 条例第25条の規定による延長保育料、預かり保育料、一時保育料及び定期利用保育料(以

下「延長保育料等」という。)の減額は、次の各号に掲げる延長保育料等の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 預かり保育料 別表第4のとおりの減額 

(2) 延長保育料、一時保育料及び定期利用保育料 区長が特に調査の上必要があると認

める場合において、区長が必要と認める額の減額 

5 前各項の規定による入園料、保育料又は延長保育料等の減額を受けようとする者は、新

宿区立子ども園入園料・保育料減額申請書(第28号様式)に入園料、保育料又は延長保育料

等の減額を決定するために必要な事項に関する書類を添えて区長に申請し、その承認を受

けなければならない。 

6 区長は、入園料、保育料又は延長保育料等の減額の承認又は不承認の決定を行ったとき

は、当該入園料、保育料又は延長保育料等の減額の申請を行った者に対し、新宿区立子ど

も園入園料・保育料減額承認(不承認)通知書(第29号様式)により通知するものとする。 

7 保育料及び延長保育料等の減額は、第5項の規定による申請を受けた日の属する月の翌

月からこれを行う。ただし、当該申請を受けた日が月の初日のときは、当該月分から行う。 

8 前項の規定にかかわらず、月の途中において生活保護世帯等となった場合は、当該月分

から減額する。 

(平25規則33・平25規則54・平26規則45・平27規則46・一部改正) 

(過誤納の取扱い) 

第42条 入園料、保育料、延長保育料等、給食費又は条例第24条に規定する給食費に相当

する額若しくはおやつ代の額に相当する額(以下この項において「保育料等」という。)の

過納又は誤納がある場合は、これを還付するものとする。ただし、その還付を受けるべき

者に納入すべき保育料等がある場合には、当該者の同意を得て、これを充当することがで

きる。 

2 前項本文の規定により還付するときは新宿区立子ども園保育料等還付通知書(第30号様
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式)により、同項ただし書の規定により充当するときは新宿区立子ども園保育料等充当通

知書(第31号様式)により通知するものとする。 

(平25規則33・平27規則46・一部改正) 

(子ども園の園長による届出等) 

第43条 子ども園の園長は、保育・教育の実施を受けている者が保育・教育の実施の停止

若しくは解除、保育・教育の種類の変更又は実施の承諾の取消しに係る事由に該当すると

認められる場合には、必要な意見を付して、新宿区立子ども園保育・教育の実施停止等の

届出書(第32号様式)により、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。 

2 区長は、次の各号のいずれかの場合には、当該子ども園の園長をして、その旨を新宿区

教育委員会に報告させるものとする。 

(1) 条例第6条ただし書の規定により、休園日を一時的に変更し、又は臨時に休園日を定

めたとき。 

(2) 条例第7条第1項ただし書の規定により、同項第1号に定める日及び時間以外の日及び

時間に1号認定利用に係る保育・教育を行ったとき。 

(3) 第4条第6号の規定により、1号認定利用に係る保育・教育を行わない日を定めたとき

(当該日を変更したときを含む。)。 

(平27規則46・一部改正) 

(補則) 

第44条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行

する。 

(準備行為) 

2 新宿区立西新宿子ども園及び新宿区立柏木子ども園に係る第8条及び第9条の保育・教育

の実施の申込み及び承諾、第17条及び第18条の延長保育の実施の申込み及び承諾、第23

条及び第24条の預かり保育の実施の申込み及び承諾、第28条及び第29条の給食の提供の

申込み及び承諾並びに第41条の入園料及び保育料の減免に関し必要な行為は、この規則

の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。 

(経過措置) 

3 新宿区立子ども園条例等の一部を改正する条例(平成21年新宿区条例第60号。以下「平
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成21年改正条例」という。)附則別表備考2ただし書の規定により適用しない規定、新宿

区立子ども園条例の一部を改正する条例(平成22年新宿区条例第65号。以下「平成22年改

正条例」という。)附則別表備考2ただし書の規定により適用しない規定、新宿区立子ども

園条例等の一部を改正する条例(平成23年新宿区条例第41号。以下「平成23年改正条例」

という。)附則別表備考2第1号の別に定める規定及び同表備考2第2号の規定により適用し

ない規定並びに新宿区立子ども園条例の一部を改正する条例(平成24年新宿区条例第60

号。以下「平成24年改正条例」という。)附則別表備考2ただし書の規定により適用しな

い規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第

5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項とする。 

(平24規則14・平25規則33・平25規則81・平27規則46・一部改正) 

4 平成21年改正条例附則別表備考2ただし書の規定により読み替えて適用する規定、平成

22年改正条例附則別表備考2ただし書の規定により読み替えて適用する規定、平成23年改

正条例附則別表備考2第2号の規定により読み替えて適用する規定及び平成24年改正条例

附則別表備考2ただし書の規定により読み替えて適用する規定は、次の表の左欄に掲げる

規定とし、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

に読み替えて適用する。 

地方税法第314条の2第1

項第11号 

控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年

齢16歳以上の者をいう。以下この項及

び第9項並びに第314条の6において同

じ。) 

扶養親族 

各控除対象扶養親族 各扶養親族 

控除対象扶養親族のうち、年齢19歳 扶養親族のうち、年齢16

歳 

老人扶養親族(控除対象扶養親族 老人扶養親族(扶養親族 

地方税法第314条の2第9

項 

老人扶養親族若しくはその他の控除対

象扶養親族 

老人扶養親族 

地方税法第314条の6第1

号イの表(8) 

控除対象扶養親族 扶養親族 

(平24規則14・追加、平25規則33・一部改正) 

5 平成21年改正条例附則別表備考3ただし書の規定により適用しない規定、平成22年改正

条例附則別表備考3ただし書の規定により適用しない規定、平成23年改正条例附則別表備
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考3ただし書の規定により適用しない規定及び平成24年改正条例附則別表備考3ただし書

の規定により適用しない規定は、次に掲げる規定とする。 

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314

条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)及び第3号(地方税法第314条の

7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)に規定する寄附金に係る部分に限

る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで 

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第

41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41

条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項 

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税

法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下「平成25年所得税法等改正法」

という。)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律

(平成28年法律第15号。以下「平成28年所得税法等改正法」という。)附則第76条第1項、

第77条第1項及び第2項、第80条、第81条並びに第82条第1項 

(平24規則14・旧附則第4項繰下・一部改正、平25規則33・平25規則81・平26規則

34・平26規則61・平27規則46・平28規則4・平28規則70・一部改正) 

6 平成21年改正条例附則別表備考3ただし書の規定により読み替えて適用する規定、平成

22年改正条例附則別表備考3ただし書の規定により読み替えて適用する規定、平成23年改

正条例附則別表備考3ただし書の規定により読み替えて適用する規定及び平成24年改正

条例附則別表備考3ただし書の規定により読み替えて適用する規定は、次の表の左欄に掲

げる規定とし、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えて適用する。 

所得税法第2条第1項第34号

の3 

19歳以上23歳未満 23歳未満 

所得税法第84条第1項 控除対象扶養親族 扶養親族 

所得税法第85条第3項 老人扶養親族若しくはその他の

控除対象扶養親族 

老人扶養親族 

(平24規則14・追加・旧附則第5項繰下、平25規則33・一部改正) 

(特例措置に係る保育料の階層の区分の認定) 

7 条例附則別表第2に規定する階層の区分の認定は、次に掲げる順により行う。 

(1) 生活保護世帯等 
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(2) 前号に該当しない場合、所得税課税額(条例附則別表第2に規定する所得税課税額を

いう。以下同じ。)の額 

(3) 前号の額がない場合、区市町村民税の額 

(平27規則46・追加) 

8 前項第2号の所得税課税額の額及び同項第3号の区市町村民税の額は、各月初日に在園す

る子どもに係る第35条第2項各号に掲げる者全員の当該額を合計した額をいう。 

(平27規則46・追加、平28規則48・一部改正) 

9 前2項の規定にかかわらず、区長が指定する日までに、保育料の算定のために必要な事

項に関する書類が提出されない場合には、所得税課税額の額が最も高い額の階層の区分に

該当するものとして認定する。 

(平27規則46・追加) 

10 前項の場合において、同項の規定による認定が行われた日の属する年度と同一年度内

に同項の書類が提出されたときは、改めて附則第7項の規定により同項の認定を行う。こ

の場合において、当該認定及び当該認定に基づく保育料の決定は、前項の規定による認定

が行われた最初の月から効力を有するものとする。 

(平27規則46・追加) 

(特例措置に係る保育必要量に係る認定時間) 

11 条例附則別表第2備考1の別に定める時間は、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11

時間までに限る。)とする。 

(平27規則46・追加) 

12 条例附則別表第2備考2の別に定める時間は、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8

時間までに限る。)とする。 

(平27規則46・追加) 

(特例措置に係る区市町村民税の額等の計算の特例) 

13 条例附則別表第2備考4ただし書の規定により適用しない規定は、子ども・子育て支援

法施行規則第20条に規定する規定とする。 

(平27規則46・追加) 

14 条例附則別表第2備考4ただし書の規定により読み替えて適用する規定は、次の表の左

欄に掲げる規定とし、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句に読み替えて適用する。 

地方税法第314条の2第1 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年 扶養親族 
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項第11号 齢16歳以上の者をいう。以下この項及び

第9項並びに第314条の6において同じ。) 

各控除対象扶養親族 各扶養親族 

控除対象扶養親族のうち、年齢19歳 扶養親族のうち、年齢16

歳 

老人扶養親族(控除対象扶養親族 老人扶養親族(扶養親族 

地方税法第314条の2第9

項 

老人扶養親族若しくはその他の控除対

象扶養親族 

老人扶養親族 

地方税法第314条の6第1

号イの表(8) 

控除対象扶養親族 扶養親族 

(平27規則46・追加) 

15 条例附則別表第2備考5ただし書の規定により適用しない規定は、次に掲げる規定とす

る。 

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規

定する寄附金に係る部分に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定す

る寄附金に係る部分に限る。)に規定する寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項及

び第95条第1項から第3項まで 

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の

2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第

3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項 

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条、平成25年所得税法等改正法附

則第59条第1項及び第60条第1項並びに平成28年所得税法等改正法附則第76条第1項、

第77条第1項及び第2項、第80条、第81条並びに第82条第1項 

(平27規則46・追加、平28規則4・平28規則70・一部改正) 

16 条例附則別表第2備考5ただし書の規定により読み替えて適用する規定は、次の表の左

欄に掲げる規定とし、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句に読み替えて適用する。 

所得税法第2条第1項第34

号の3 

19歳以上23歳未満 23歳未満 

所得税法第84条第1項 控除対象扶養親族 扶養親族 

所得税法第85条第3項 老人扶養親族若しくはその他の控除対 老人扶養親族 
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象扶養親族 

(平27規則46・追加) 

(特例措置に係る保育料の減額) 

17 条例附則第7条第1項の規定により読み替えて適用する条例第18条第1項又は第2項第1

号の規定により、保育料について条例附則別表第2の適用を受ける者に係る条例第25条の

規定による保育料の減額については、第41条第3項の規定にかかわらず、附則別表に定め

るところにより行うものとする。 

(平27規則46・追加) 

18 前項に定めるもののほか、条例附則第7条第1項に規定する特例措置に係る保育料の減

額に係る手続その他必要な事項については、別に定める。 

(平27規則46・追加) 

附則別表(附則第17項関係) 

(平27規則46・追加、平28規則48・一部改正) 

階層区分 条件

番号 

適用条件 適用される額 

C階層及

びD階層 

1 生活保護法による保護又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律による支援給付(以下「生活

保護等」という。)を受けたとき。 

A階層に適用する額(当月分のみ) 

2 その世帯の収入額が生活保護法に

よる基準に満たなくなったとき。 

B階層に適用する額(当月分のみ) 

3 地方税法第295条又は第323条の規

定により今年度分の区市町村民税

を非課税とされたとき又は免除さ

れたとき。 

B階層に適用する額 

4 地方税法第15条又は課税団体の条

例において前年度又は今年度分の

区市町村民税の徴収を猶予され、

又は納期を延期されたときは、そ

(1) C1階層については、B階層に適用す

る額 

(2) C2階層及びC3階層については、C1

階層に適用する額 
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の事情のやむまで (3) D階層については、3階層低位に適

用する額 

5 地方税法第323条の規定により今

年度分の区市町村民税が均等割(条

例別表第5及び別表第6に規定する

均等割をいう。以下同じ。)以下に

減額されたとき。 

C1階層に適用する額(ただし、C1階層に

ついては、B階層に適用する額) 

6 今年度分の区市町村民税が均等割

以下に課税されたとき又は減額さ

れたとき。 

C階層 7 その年に前年分(4月から8月まで

及び1月から3月までの月分の保育

料の減額については、前々年分。

以下この表において同じ。)の所得

額の10分の1を超える金額の災害

又は盗難若しくは横領による損失

(災害保険等の受領額を控除するも

のとし、損失額の認定及び災害の

範囲は、所得税法の例による。以

下この表において同じ。)を生じた

とき。 

C1階層に適用する額(ただし、C1階層に

ついては、B階層に適用する額) 

8 その年に前年分の所得額の100分

の5に相当する金額(当該金額が10

万円を超える場合には、10万円)を

超える医療費(保険金等で補填され

る金額を控除するものとし、医療

費の認定及びその範囲は、所得税

法の例による。以下この表におい

て同じ。)を支出したとき。 

9 その年に稼働能力のない世帯員が

増加したとき又はその年の主たる
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稼働者が失業したとき。 

D階層 10 その年に前年分の所得額の10分の

1を超える金額の災害又は盗難若

しくは横領による損失を生じたと

き。 

所得税課税額

を右の算式の

とおり仮定

し、仮定した

所得税課税額

に対応する階

層に適用され

る額 

仮定所得税課税額＝前年

分の所得税課税額－(損害

金額－保険金等で補填さ

れる金額－前年分の所得

額の10分の1)×0.27(ただ

し、仮定所得税課税額が0

円以下のときは、C1階層

に適用する額) 

11 その年に前年分の所得額の100分

の5に相当する金額(当該金額が10

万円を超える場合には、10万円)を

超える医療費を支出したとき。 

仮定所得税課税額＝前年

分の所得税課税額－｛支払

った医療費－保険金等で

補填される金額－前年分

の所得額の100分の5(当該

金額が10万円を超える場

合には、10万円)｝×

0.27(ただし、仮定所得税

課税額が0円以下のとき

は、C1階層に適用する額) 

12 その年に稼働能力のない世帯員が

増加したとき。 

仮定所得税課税額＝前年

分の所得税課税額－(扶養

控除額等×対象人員)×

0.27(ただし、仮定所得税

課税額が0円以下のとき

は、C1階層に適用する額) 

13 その年の主たる稼働者が失業した

とき。 

仮定所得税課税額＝その

世帯の前年分の所得税課

税額－その者の前年分の

所得税課税額(ただし、仮

定所得税課税額が0円以下

のときは、C1階層に適用
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する額) 

C階層及

びD階層 

14 その世帯の前3か月の平均収入額

(賞与を除く。)が前年分の平均収入

月額(賞与を除く。)より1割以上低

額と認められるとき(当該低額とな

った事由が育児休業の取得による

ものであると認められるときを除

く。)。 

1階層低位に適用する額(適用期間は、3

か月を限度とする。) 

15 支給認定保護者が扶養義務者以外

の者であるとき。 

B階層に適用する額 

16 1の項から15の項までにより難い

場合で区長が特に調査の上必要と

認めたとき。 

区長が別に定めるところにより認定し

た額 

備考 1の項から16の項までのいずれかの適用条件により特例措置に係る保育料の減額

を行うものとする。 

附 則(平成23年9月30日規則第68号)抄 

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月16日規則第14号) 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成24年4月1日から、第3

条の規定は平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年3月29日規則第33号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

(新宿区保育所保育料徴収条例施行規則の一部改正) 

2 新宿区保育所保育料徴収条例施行規則(平成11年新宿区規則第111号)の一部を次のよう

に改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成25年9月10日規則第54号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、

公布の日から施行する。 
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(準備行為) 

3 第2条の規定による改正後の新宿区立子ども園条例施行規則(以下「改正後の子ども園条

例施行規則」という。)第41条第1項第4号に掲げる場合に該当することにより行う新宿区

立子ども園条例(平成18年新宿区条例第58号。以下「子ども園条例」という。)第25条第1

項の規定による子ども園条例第17条の入園料の免除に係る改正後の子ども園条例施行規

則第41条第6項の規定による申請(以下「減免申請」という。)は、施行日前においても、

同項の規定の例により行うことができる。 

4 改正後の子ども園条例施行規則別表第2C階層及びD階層の部15の項に掲げる場合(区長

が別に定める場合に限る。)又は改正後の子ども園条例施行規則別表第4C2階層、C3階層

及びD階層(条件番号4にあってはD1階層に限る。)の部7の項に掲げる場合に該当すること

により行う子ども園条例第25条第1項の規定による子ども園条例第18条の保育料の減額

又は免除に係る減免申請は、施行日前においても、改正後の子ども園条例施行規則第41

条第6項の規定の例により行うことができる。 

(経過措置) 

5 前項の保育料の減額又は免除は、当該保育料の減額又は免除を受けようとする者が施行

日の翌日から平成26年3月31日までの間に減免申請をしたときは、改正後の子ども園条例

施行規則第41条第8項の規定にかかわらず、平成25年10月分からこれを行う。 

附 則(平成25年12月27日規則第81号) 

この規則は、平成26年1月1日から施行する。 

附 則(平成26年6月12日規則第34号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成26年7月4日規則第45号) 

(施行期日等) 

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宿区立子ども園条例施行

規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。 

(経過措置) 

2 平成26年4月1日以後、改正後の規則別表第4条件番号の欄7又は8に該当することにより、

区長が別に定める日までに改正後の規則第41条第6項の規定により申請された同条第3項

の保育料の減額又は免除については、当該申請が同月1日(区長が別に定める場合にあって

は、区長が別に定める日)に受け付けられたものとみなして、同条第8項の規定を適用する。 

附 則(平成26年9月1日規則第49号)抄 
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(施行期日) 

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際、次に掲げる用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、

なお当分の間使用することができる。 

(1)から(5)まで 略 

(6) 第2条の規定による改正前の新宿区立子ども園条例施行規則第24号様式の規定によ

り作成した用紙 

附 則(平成26年12月22日規則第61号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成26年12月26日規則第69号) 

この規則は、平成27年1月1日から施行する。 

附 則(平成27年3月31日規則第46号) 

この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年2月10日規則第4号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成28年3月31日規則第48号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年8月5日規則第70号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成28年11月30日規則第85号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第24号様式及び第26号の2様式の規定に

より作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用す

ることができる。 

別表第1(第38条関係) 

(平25規則33・追加、平27規則46・一部改正) 

1月当たりの定期利用保育の実施の承諾を受け

た時間数 

定期利用保育料の額 
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32時間以下 8,800円 

32時間を超え64時間以下 17,600円 

64時間を超え96時間以下 26,400円 

96時間を超え128時間以下 35,200円 

128時間を超え160時間以下 44,000円 

160時間を超え192時間以下 52,800円 

192時間を超え224時間以下 61,600円 

別表第2(第41条関係) 

(平27規則46・全改) 

保育料(1号認定利用)の減額基準表 

階層区分 条件

番号 

適用条件 適用される額 

4階層 1 生活保護等を受けたとき。 1階層に適用する額(当月分のみ) 

2 その世帯の収入額が生活保護法に

よる基準に満たなくなったとき。 

2階層に適用する額(当月分のみ) 

3 地方税法第295条又は第323条の規

定により今年度分の区市町村民税

を非課税とされたとき又は免除さ

れたとき。 

2階層に適用する額 

4 地方税法第15条又は課税団体の条

例において前年度又は今年度分の

区市町村民税の徴収を猶予され、

又は納期を延期されたときは、そ

の事情のやむまで 

5 地方税法第323条の規定により今

年度分の区市町村民税が均等割以

下に減額されたとき。 

3階層に適用する額 

6 今年度分の区市町村民税が均等割

以下に課税されたとき又は減額さ

れたとき。 
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7 支給認定保護者が扶養義務者以外

の者であるとき。 

2階層に適用する額 

8 1の項から7の項までにより難い場

合で区長が特に調査の上必要と認

めたとき。 

区長が別に定めるところにより認定した

額 

備考 1の項から8の項までのいずれかの適用条件により保育料の減額を行うものとする。 

別表第3(第41条関係) 

(平27規則46・全改、平28規則48・一部改正) 

保育料(2号・3号認定利用)の減額基準表 

階層区分 条件

番号 

適用条件 適用される額 

C階層及

びD階層 

1 生活保護等を受けたとき。 A階層に適用する額(当月分のみ) 

2 その世帯の収入額が生活保護法に

よる基準に満たなくなったとき。 

B階層に適用する額(当月分のみ) 

3 地方税法第295条又は第323条の規

定により今年度分の区市町村民税

を非課税とされたとき又は免除さ

れたとき。 

B階層に適用する額 

4 地方税法第15条又は課税団体の条

例において前年度又は今年度分の

区市町村民税の徴収を猶予され、

又は納期を延期されたときは、そ

の事情のやむまで 

(1) C1階層については、B階層に適用す

る額 

(2) C2階層及びC3階層については、C1

階層に適用する額 

(3) D階層については、3階層低位に適

用する額 

5 地方税法第323条の規定により今

年度分の区市町村民税が均等割以

下に減額されたとき。 

C1階層に適用する額(ただし、C1階層に

ついては、B階層に適用する額) 

6 今年度分の区市町村民税が均等割

以下に課税されたとき又は減額さ

れたとき。 

C階層 7 その年に前年分(4月から8月まで C1階層に適用する額(ただし、C1階層に
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及び1月から3月までの月分の保育

料の減額については、前々年分。

以下この表において同じ。)の所得

額の10分の1を超える金額の災害

又は盗難若しくは横領による損失

(災害保険等の受領額を控除するも

のとし、損失額の認定及び災害の

範囲は、所得税法の例による。以

下この表において同じ。)を生じた

とき。 

ついては、B階層に適用する額) 

8 その年に前年分の所得額の100分

の5に相当する金額(当該金額が10

万円を超える場合には、10万円)を

超える医療費(保険金等で補填され

る金額を控除するものとし、医療

費の認定及びその範囲は、所得税

法の例による。以下この表におい

て同じ。)を支出したとき。 

9 その年に稼働能力のない世帯員(地

方税法第314条の2第1項第11号に

規定する控除対象扶養親族に限

る。以下この表において同じ。)が

増加したとき又はその年の主たる

稼働者が失業したとき。 

D階層 10 その年に前年分の所得額の10分の

1を超える金額の災害又は盗難若

しくは横領による損失を生じたと

き。 

所得割課税額

を右の算式の

とおり仮定

し、仮定した

所得割課税額

に対応する階

層に適用され

仮定所得割課税額＝今年

度分(4月から8月までの月

分の保育料の減額につい

ては、前年度分。以下この

表において同じ。)の所得

割課税額－(損害金額－保

険金等で補填される金額
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る額 －前年分の所得額の10分

の1)×0.06(ただし、仮定所

得割課税額が0円以下のと

きは、C1階層に適用する

額) 

11 その年に前年分の所得額の100分

の5に相当する金額(当該金額が10

万円を超える場合には、10万円)を

超える医療費を支出したとき。 

仮定所得割課税額＝今年

度分の所得割課税額－｛支

払った医療費－保険金等

で補填される金額－前年

分の所得額の100分の5(当

該金額が10万円を超える

場合には、10万円)｝×

0.06(ただし、仮定所得割

課税額が0円以下のとき

は、C1階層に適用する額) 

12 その年に稼働能力のない世帯員が

増加したとき。 

仮定所得割課税額＝今年

度分の所得割課税額－(扶

養控除額等×対象人員)×

0.06(ただし、仮定所得割

課税額が0円以下のとき

は、C1階層に適用する額) 

13 その年の主たる稼働者が失業した

とき。 

仮定所得割課税額＝その

世帯の今年度分の所得割

課税額－その者の今年度

分の所得割課税額(ただ

し、仮定所得割課税額が0

円以下のときは、C1階層

に適用する額) 

C階層及

びD階層 

14 その世帯の前3か月の平均収入額

(賞与を除く。)が前年分の平均収入

月額(賞与を除く。)より1割以上低

1階層低位に適用する額(適用期間は、3

か月を限度とする。) 
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額と認められるとき(当該低額とな

った事由が育児休業の取得による

ものであると認められるときを除

く。)。 

15 支給認定保護者が扶養義務者以外

の者であるとき。 

B階層に適用する額 

16 1の項から15の項までにより難い

場合で区長が特に調査の上必要と

認めたとき。 

区長が別に定めるところにより認定し

た額 

備考 1の項から16の項までのいずれかの適用条件により保育料の減額を行うものとす

る。 

別表第4(第41条関係) 

(平27規則46・全改) 

預かり保育料の減額基準表 

階層区分 条件

番号 

適用条件 適用される額 

1階層、2

階層及び

3階層 

1  0円(ただし、給食費が含まれる預かり保

育料については、当該給食費に相当する

額) 

4階層 2 生活保護等を受けたとき。 

3 その世帯の収入額が生活保護法に

よる基準に満たなくなったとき。 

4 地方税法第295条又は第323条の規

定により今年度分の区市町村民税

を非課税とされたとき又は免除さ

れたとき。 

5 地方税法第15条又は課税団体の条

例において前年度又は今年度分の

区市町村民税の徴収を猶予され、

又は納期を延期されたときは、そ

の事情のやむまで 
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6 地方税法第323条の規定により今

年度分の区市町村民税が均等割以

下に減額されたとき。 

7 今年度分の区市町村民税が均等割

以下に課税されたとき又は減額さ

れたとき。 

8 2の項から7の項までにより難い場

合で区長が特に調査の上必要と認

めたとき。 

区長が別に定めるところにより認定した

額 

備考 4階層の階層区分にあっては、2の項から8の項までのいずれかの適用条件により預

かり保育料の減額を行うものとする。 
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第1号様式(第5条関係) 

(平27規則46・一部改正) 

第2号様式(第5条関係) 

(平27規則46・一部改正) 

第3号様式(第5条関係) 

(平27規則46・平28規則48・一部改正) 

第4号様式(甲)(第8条関係) 

(平27規則46・一部改正) 

第4号様式(乙)(第8条関係) 

(平27規則46・全改) 

第5号様式(第8条関係) 

(平27規則46・追加) 

第6号様式(第9条関係) 

(平27規則46・全改) 

第7号様式(第10条関係) 

(平28規則48・一部改正) 

第8号様式(第11条関係) 

(平27規則46・一部改正) 

第9号様式(第12条関係) 

第10号様式(第13条関係) 

(平28規則48・一部改正) 

第11号様式(第14条関係) 

(平28規則48・一部改正) 

第12号様式(第17条関係) 

(平27規則46・全改) 

第13号様式(第18条関係) 

第14号様式(第19条関係) 

(平28規則48・一部改正) 

第15号様式(第20条関係) 

(平28規則48・一部改正) 

第16号様式(第23条関係) 
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(平27規則46・一部改正) 

第17号様式(第24条関係) 

(平27規則46・一部改正) 

第18号様式(第25条関係) 

(平28規則48・一部改正) 

第19号様式(第27条関係) 

(平28規則48・一部改正) 

第20号様式(第28条関係) 

(平27規則46・一部改正) 

第21号様式(第29条関係) 

(平27規則46・一部改正) 

第22号様式(第30条関係) 

第23号様式(第30条関係) 

第24号様式(第32条関係) 

(平25規則33・全改、平26規則49・平28規則85・一部改正) 

第25号様式(第33条関係) 

(平25規則33・全改、平28規則48・一部改正) 

第26号様式(第34条関係) 

(平28規則48・一部改正) 

第26号の2様式(第34条の3関係) 

(平25規則33・追加、平28規則85・一部改正) 

第26号の3様式(第34条の4関係) 

(平25規則33・追加、平28規則48・一部改正) 

第26号の4様式(第34条の5関係) 

(平25規則33・追加、平28規則48・一部改正) 

第26号の5様式(第34条の6関係) 

(平25規則33・追加、平28規則48・一部改正) 

第27号様式(第39条関係) 

(平28規則48・追加) 

第27号の2様式(第39条関係) 

(平28規則48・旧第27号様式繰下・一部改正) 
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第28号様式(第41条関係) 

(平27規則46・一部改正) 

第29号様式(第41条関係) 

(平27規則46・平28規則48・一部改正) 

第30号様式(第42条関係) 

第31号様式(第42条関係) 

第32号様式(第43条関係) 

(平27規則46・一部改正) 

 


